地域別ワークショップの全体スケジュール

奈良市 都市計画マスタープラン・地域別ワークショプ

●第２回 ワークショップ通信●
発行：奈良市都市整備部 都市計画室 都市計画課／平成 25 年９月

奈良市都市計画マスタープランとは、奈良市が主体となって、市民の皆さんの意見を反映しつつ、
概ね 20 年後の奈良市のあるべき姿や方向性など都市計画の基本的な方針を定め、まちづくりの指針
として活用するものです。
地域別ワークショップは、地域特性や日常の生活圏などに応じて奈良市を 9 地域に区分し、“地域
の目指すべき将来都市像”を、市民の皆さん自らが参加・検討し、奈良市都市計画マスタープランに
おける地域別構想の方針に反映しようというものです。
第２回地域別ワークショップは、７月２７日（土）に、午前、午後、夕方の３回、各地域から公募
等による延べ 55 人の皆さんに参加していただき、①「２０年後の地域の姿（将来像）を考えよう！」
②「将来像の実現に向けて私ができること！」をテーマに、第１回地域別ワークショップで整理した
地域の現状を踏まえ、２０年後の地域がどうなっていたら良いかといった将来像と、将来像の実現の
ために、市民個人でもできること、地域でできること、重要な施策について意見交換しました。
今後、事務局では、この度の地域別ワークショップで検討された内容に沿って、地域別将来像の整
理、実現化施策の整理、地域別構想の策定へと進めていきます。
第２回ワークショップのテーマ

①２０年後の地域の姿（将来像）を考えよう！
②将来像の実現に向けて私ができること！
域の姿（将来像）を考えよう！
●第２回 ワークショップ概要●
■平成 25 年 7 月 27 日（土）：奈良市役所中央棟 6 階正庁
■09：30～11：30

平成 25 年４月１３日開催

平成 25 年７月２７日開催

●第１回ワークショップ●

●第２回ワークショップ●

～地域のお宝と課題を整理しよう！～

～20 年後の地域の姿（将来像）を考えよう！～
～将来像の実現に向けて私ができること！～

地域のお宝（良いところ）や課題（悪いところ）
を整理し、現状を把握します。

第１回ワークショップで整理した地域の現状を踏まえ 20

暮らし慣れた地域で、普段は気付かないことも、

年後に地域がこうなれば良いなという将来像を考えます。

はっきりしたテーマや視点を持って考え、参加者同

また、まちづくりとは、行政・地域・住民が協働で創り

士で意見交換をすると、思わぬ発見があるものです。

上げるものです。そのため、将来像を実現するために必要
な施策について、私にもできること、地域でできること、
重要な施策は何かを全員で考えます。

●奈良市都市計画マスタープランの構成●
※下図「３．地域別構想②地域づくりの目標」

※下図「３．地域別構想①地域の現況と課題」に該
当
１．将来目標及び都市像

「３．地域別構想②地域づくりの方針」に該当

①まちづくりの理念と基本方針

②まちづくりの将来像

２．全体構想
①土地利用の方針

②道路・交通体系の方針

③公園・緑地の方針

④その他の都市施設等の方針

⑤歴史・文化の継承と景観形成の方針

⑥環境にやさしいまちづくり

⑦安心・安全のまちづくり

●第２回 ワークショッププログラム●
１．あいさつ

②将来像の実現に向けて私ができること！
２. 本日の説明

地域Ⅴ：西ノ京丘陵東麓地域

３. ワーキング①

地域Ⅵ：西部地域

２０年後の地域の姿（将来像）を考えよう！

地域Ⅶ：北部地域
■13：30～15：30

休

地域Ⅰ：東部地域
地域Ⅷ：月ヶ瀬地域

３．地域別構想

テーマ：

憩

４. ワーキング②

地域Ⅸ：都祁地域

テーマ：

■16：30～18：30

将来像の実現に向けて私ができること！

地域Ⅱ：中央市街地地域

５．グループ発表

地域Ⅲ：南部地域

６. ワークショップ総括

地域Ⅳ：中部地域

７.

閉会

●ところで、ワークショップって、いったい何？
ワークショップとは、地域のさまざまな立場の人々が、自由で平等な立場で参加し、各種の共同
作業（ワーキング）を通じて、意見交換によるアイデア提案や計画づくりなどを進め、参加者の
合意形成や意思決定を行う手法です。
アンケート調査やパブリックコメントなどと同じ住民参加手法の１つで、参加者が自発的に作業
や意見交換を行えるプログラムのもと、ファシリテーター及びテーブルリーダーと呼ばれる進行
役を仲介して運営されます。

①地域の概況

②特性と課題

③地域の将来像

④地域づくりの方針

②まちづくりの推進

③まちづくりの展開

④役割分担

４．実現化方策
①施策の実施方針

ワークショップのまとめ
「２０年後の地域の姿（将来像）」と「私（地域）にできること・重点施策」について検討しました。
●東部地域（地域Ⅰ）●

●西部地域（地域Ⅵ）●

１：２０年後の地域の姿（将来像）を考えよう！
【自然を活かした町づくり】や【暮らしやすい町づくり】が将来像に掲げられました。
２：将来像の実現に向けて私ができること！
■私にもできること：「田園景観の保全・活用」「都市と農山村の共生・対流」「ホタルの里づくり」等への意識が
高くなっています。
■地域でできること：「生活環境の維持・改善」「計画的な土地利用」「ホタルの里づくり」等への意識が高くなっ
ています。
■重 点 施 策 ：「地域間を連携する道路の改善整備」「国道 369 号等の景観整備やアクセス向上」の重要度
が最も高くなっています。

１：２０年後の地域の姿（将来像）を考えよう！
【世代間を超えて 住んで楽しいまち→スマートシティへ】が将来像に掲げられました。
２：将来像の実現に向けて私ができること！
■私にもできること：
■地域でできること：
■重 点 施 策：「近鉄学園前駅、近鉄学研奈良登美ヶ丘駅周辺の総合的整備」の重要度が最も高く、次いで「交
通利便性及び安全性の向上」、「緑豊かな住宅地環境の保全、育成」、「居住世代の交代に備
えたまちの再生」となっています。
●北部地域（地域Ⅶ）●

●中央市街地地域（地域Ⅱ）●
１：２０年後の地域の姿（将来像）を考えよう！
【歴史・文化を大切にしたまち】や【住みたい住み良い街に】が将来像に掲げられました。
２：将来像の実現に向けて私ができること！
■私にもできること：「交流の核となるまちづくり」や「災害に強い基盤づくり」、「新興市街地のまちの再生」等
への意識が高くなっています。
■地域でできること：「災害に強い基盤づくり」や「道路・公園等の維持管理」等への意識が高くなっています。
■重 点 施 策 ：「奈良の表玄関にふさわしい都市機能の集積や整備」の重要度が最も高く、次いで「歩行者や
環境にやさしいまちづくり」、「歴史・文化資産と自然環境の保全、育成」となっています。

１：２０年後の地域の姿（将来像）を考えよう！
【人が集まる“広場”のあるまち】が将来像に掲げられました。
２：将来像の実現に向けて私ができること！
■私にもできること：「まちづくり組織の育成・支援」「道路・公園等の維持管理」「緑豊かな住宅地環境の保全、
育成」「自然環境の保全」等への意識が高くなっています。
■地域でできること：「災害に強い基盤づくり」「居住世代の交代に備えたまちの再生」等への意識が高くなってい
ます。
■重 点 施 策 ：「近鉄高の原駅周辺の都市機能充実」の重要度が最も高く、次いで「交通利便性及び安全性の
向上」等となっています。

●南部地域（地域Ⅲ）●
１：２０年後の地域の姿（将来像）を考えよう！
【男前・美人揃いの南部地域】が将来像に掲げられました。
２：将来像の実現に向けて私ができること！
■私にもできること：「災害に強い基盤づくり」や「歴史文化や自然環境のネットワーク形成」等への意識が高くな
っています。
■地域でできること：「災害に強い基盤づくり」や「歴史文化や自然環境のネットワーク形成」等への意識が高くな
っています。
■重 点 施 策 ：「災害に強い基盤づくり」と「市街化調整区域の居住環境の維持・改善」の重要度が最も高く
なっています。

●月ヶ瀬地域（地域Ⅷ）●

●中部地域（地域Ⅳ）●
１：２０年後の地域の姿（将来像）を考えよう！
【暮らしと観光の融合するまち】【緑と水辺のうるおいあるまち】【人が集うまち】が将来像に掲げられました。
２：将来像の実現に向けて私ができること！
■私にもできること：「災害に強い基盤づくり」や「水辺環境の回復・保全」等への意識が高くなっています。
■地域でできること：「計画的な土地利用」や「交通利便性及び安全性の向上」等への意識が高くなっています。
■重 点 施 策 ：「交通利便性及び安全性の向上」の重要度が最も高く、次いで「近鉄奈良線の景観への配慮」
となっています。
●西ノ京丘陵東麓地域（地域Ⅴ）●
１：２０年後の地域の姿（将来像）を考えよう！
【鉄道（地下化）・道路が整備されたまち】【歴史・文化と自然のまち】【生活環境が整備されたまち】が将来
像に掲げられました。
２：将来像の実現に向けて私ができること！
■私にもできること：「災害に強い基盤づくり」や「緑豊かな住宅地環境の保全、育成」等への意識が高くなってい
ます。
■地域でできること：「交通利便性及び安全性の向上」や「医療・福祉機能の充実」、「災害に強い基盤づくり」等
への意識が高くなっています。
■重 点 施 策 ：「近鉄大和西大寺線周辺の環境整備」の重要度が最も高く、次いで「大和中央道の整備促進」
となっています。

１：２０年後の地域の姿（将来像）を考えよう！
【月ヶ瀬（梅林・温泉・豊かな自然）を活かしたいやしの里 ～奈良の奥座敷～】が将来像に掲げられました。
２：将来像の実現に向けて私ができること！
■私にもできること：「耕作放棄地の再生利用」「名勝「月瀬梅林」の保全・育成」「生活環境の維持・向上」「災
害に強い基盤づくり」等への意識が高くなっています。
■地域でできること：「梅の郷づくり」「生活関連機能の集積を検討」「県道笠置山添線、県道上野南山城線の改善
整備促進」等への意識が高くなっています。
■重 点 施 策 ：「梅の郷づくり」の重要度が最も高く、次いで「県道笠置山添線、県道上野南山城線の改善整
備促進」となっています。
●都祁地域（地域Ⅸ）●
１：２０年後の地域の姿（将来像）を考えよう！
【緑豊か（大和高原、四季の味わい）で高齢者が元気なまち】が将来像に掲げられました。
２：将来像の実現に向けて私ができること！
■私にもできること：「豊かな自然環境の保全と活用」「生活環境の維持・改善」等への意識が高くなっています。
■地域でできること：「豊かな自然環境の保全と活用」「道路・公園等の維持管理」「災害に強い基盤づくり」「都
市と農山村の共生・対流」「公共交通機関の利用促進」などへの意識が高くなっています。
■重 点 施 策 ：「都市と農山村の共生・対流」の重要度が最も高く、次いで「交通利便性及び安全性の向上」
「豊かな自然や歴史文化に触れる環境整備」となっています。

■２０年後の地域の姿（将来像）を考えよう！

東部地域（地域Ⅰ）
・

●キーワード●
空き家

自

空き家をなくす

道

路

高 齢 者

子 ど も

お年よりが安心して暮らせる
まち（医療機関の整備）

子どもの自然体験をすすめる

自然の中に人が入らないと、
野生の楽園になってしまう

子どもの声が聞こえる地域

自然環境の確保

道路網の整備
（人が住いするための）
生活道路の確保（地域の交通
利便を図る）

利 便 性

田・畑・山林の形がしっかり
と残る地域でありたい

定

住

緑を再生資源として活用し
ていくことが良いのではない
か

然
産廃工場、解体工場等が一切
ない、きれいな自然のままの
地域でありたい

豊かな自然（山・川・空）を
活かした町づくり
新たな住民を呼び込む
交流

人口を増やす

農業・林業

生活の利便性から、公共施
設、病院、店舗等あるような
地域にしたい

地区、集落ぐるみで農業、林
業を守る

●キャッチフレーズ●
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→利便性の向上

■将来像の実現に向けて私ができること！
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策

①快適で利便性のある暮らし
1）田原・大柳生・柳生・須川の郵便局やＪＡなど公益施設周辺を生活拠点として位置付
け、行政サービスなど生活関連機能の集積を検討します。
2）地域発展に寄与する計画については、地区計画制度等の導入を行うなど計画的な
土地利用を推進します。
3）東里・狭川地区を中心とするゾーンでは、近接する関西文化学術研究都市と連携し
て、新しい都市機能の導入を検討します。
②交通ネットワークの充実
1）地域内の南北方向の連携強化、関西文化学術研究都市や大阪都市圏など広域と
の連携を強化するため、国道 163 号と名阪国道を結ぶ南北幹線道路の整備を図りま
す。
2）市中心部や月ヶ瀬地域、都祁地域など地域間の連携を強化するため、国道 369 号
及び県道笠置山添線、県道奈良名張線の改善整備を促進します。
3）生活道路の改善や歩行者空間の確保、交通安全施設の整備等を図ることにより、
地域の交通利便性及び安全性を高めます。
4）公共交通機関については、利便性向上を事業者へ積極的に働きかけるとともに、モ
ビリティマネジメントなどを実施し、公共交通機関の利用を促進します。
5）関西国際空港と結び、また救命・救急、防災活動等の緊急時に備えるためのヘリポ
ートの利用促進を図ります。
③豊かな自然環境の保全と活用
1）本地域の大部分を占める山林は、大和青垣を形成する重要な緑地であることから自
然林の保全、里山の保全・活用、人工林の管理・育成、レクリエーション機能強化の
検討など、総合的な保全・活用を積極的に図ります。
2）地域を流れる主要な河川は、周辺の山林や田園の緑と共に、貴重な自然環境資源
であることから、環境保全に配慮するとともに、水辺に親しむ河川整備を検討します。
また、河川周辺の自然環境の一体的な保全を図り、地域全体としてホタルの里づくり
を目指します。
3）布目、須川の両ダムをレクリエーション拠点として位置づけ、周辺整備や施設の導
入など、レクリエーション機能の充実を目指します。
④自然と田園風景を活かした里づくり
1）地域の水田、茶畑や集落がつくる田園景観は、周辺の自然環境に溶け込み、特徴
のある景観を呈しています。これらの優れた景観をまちづくりの大切な資源として保
全・活用します。
2）農林業生産基盤の整備を図るとともに、農林産物のブランド化を推進し、産地と消費
者の交流による活力ある地域づくりを進めます。
3）関係機関との連携による耕作放棄地の再生利用を図り、活力ある地域づくりを進め
ます。
4）自然の中でのレクリエーションや体験農業など、自然、文化、人々との交流を楽しむ
滞在型の余暇活動（グリーンツーリズム）の展開や、都市部の人々の一時滞在や二
地域居住などに対応できる土地利用を進め、都市と農山村の共生・対流を目指しま
す。
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施 策
⑤歴史・文化が息づく里づくり
1）集落景観や伝統的行事など、それぞれの集落のもつ歴史的環境を保全し、観光資
源として活用を図ります。
2）柳生街道、東海自然歩道などを活用し、歴史散策路を整備するとともに、沿道の石
仏群や社寺を保全し、歴史的景観の形成を図ります。
3）柳生街道・東海自然歩道におけるサブルートとして国道 369 号（奈良阪～柳生）、県
道笠置山添線（柳生～笠置・木津川）を位置づけ、景観的な整備やアクセス向上を
図ります。
4）奈良らしい眺望景観の保全・再生・活用を図ります。
⑥安全・安心・快適な里づくり
1）自然共生型の集落を基本とし、生活環境の維持・改善を目指します。
2）当地域は本市の重要な水道水源地であることから、ゴルフ場における環境改善など
水質の保全を図ります。特に奈良市水道水源保護指導要綱に規定する水源保護
地域、特定保護区域においては、排出水について十分な配慮を行います。
3）災害に強い基盤づくりを図るとともに、地域コミュニティを活かした自主防災組織の
支援・育成や各種団体との連携強化に努めます。
4）地域との協働による道路や公園の計画・整備・維持管理に努め、利用満足度の高
い空間を創出します。
★皆で考えた施策（ワークショップにて）

●

地域で
できること

重点施策に
したいこと

●●●
●●●●
●●●●●
●

●

●●●●●

●●

●

●●●

●

●●●●

●●●

●●●

■２０年後の地域の姿（将来像）を考えよう！

中央市街地地域（地域Ⅱ）

●キーワード●
交

通

居住者、観光、来街者に便利
な公共交通体系（駐車場含
む）

奈良公園
-世界に誇れる奈良公園清水、親水環境の創設

人

口

少子高齢化
→人口減

観

光

他からの人を惹きつける
玄関口の町

国

際

外国人観光客が安心して訪
れることのできる奈良（言語
標識など）

観光スポットの分かり易さ

ミニバス路線（回遊性のある
交通体系）
リニアが結ぶ世界交流都市

[京都人]に学ぶ。
人々のプライドも高く、心意
気と行動力も生半可でない。
奈良人でありたい

（平和）神仏習合の具現化さ
れた平和のまち
まちづくりの主役は、そこに
住む市民。（市民の権利であ
り義務でもある）
集合住宅であるマンションの
建替えを都市計画で考える
（自分の所は築 35 年。20
年後には築 55 年になり建替
えか？）

宿泊施設（ホテル、旅館）が
少なすぎる

住みたい・住み良い
便利で健康的で暮らしやす
くて過ごしやすい町
居住に便利な商店が近くに
ある
来る人も過ごしやすく、住ん
でいる人も住みやすい町
活気のあるまち

観光施設は、他都市のように
高い建物ではなく、低く、横
に広く造るように指導する
（旧ドリームランド）
住みたい

古い歴史と新しい文化を生
活に取り入れやすい町
歴史・文化

ＮＡＲＡを国際的に
（飛騨高山の例）

観光客の駐車場整備

歴史・文化

町並み
ならまち・きたまちを遺産と
して
ならまちの安全安心（木造住
宅の密集化、道路整備）
歴史的町並みを保存する（イ
タリア共和国憲法第 9 条：
きつく指導する

住み良い街に

二世代同居の街づくり
訪れたいまち≦住みたい街
奈良（市）
商業用地は、大宮通り、三条
通り及び北南 100ｍを商業
地域とする

利便性

●キャッチフレーズ●

□歴史・文化を大切にしたまち（観光・定住・・・）
□住みたい 住み良い街に（景観・利便性・安全・・・）

変わらない（変えない）
歴史と文化
市民に囲まれた歴史文化
遺産
豊かな自然と貴重な遺産を
守る

自

然

■将来像の実現に向けて私ができること！
施

私にも
できること

策

①国際文化観光都市・奈良の魅力の向上
1）ＪＲ奈良駅周辺、近鉄奈良駅周辺を都市拠点として位置付け、高度利用や複合
利用など土地の有効活用を図り、国際文化観光都市・奈良の表玄関にふさわし
い都市機能の集積や魅力ある市街地整備を図ります。
2）三条線のシンボル性を高める整備を推進するとともに、ＪＲ奈良駅から近鉄奈良
駅周辺を風格のある賑わいゾーンとして位置付け、商業・業務機能の強化を図り
ます。
3）近鉄新大宮駅周辺を都市拠点として位置付け、既存の公共公益施設の集積を
活かし、交通アクセスなど利便性の向上を図ります。
4）大宮通り線及び三条菅原線の整備完了に伴う土地利用の整序を図ります。

地域で
できること

重点施策に
したいこと

●●●●●●

●

●●●

●
●

5）国立博物館、県立文化会館､県立美術館など文化施設が集積する県庁周辺を
●●●
文化ゾーンとして位置付け、歴史的風土や自然環境との調和を図ります。
6）ＪＲ奈良駅周辺では、高次サービス機能の強化を図るとともに、ＪＲ奈良駅南特定
土地区画整理事業を推進し、まちなか居住の促進を図ります。
②歴史的街並みを活かしたまちづくり
1）今後策定予定の歴史的風致維持向上計画に基づき、歴史的街並みを保全する
●
ための修景事業を進めます。
2）歩行者・自転車に配慮した道路整備、観光案内システムなど情報発信の強化、
食や伝統工芸など生活と一体となった奈良の文化に触れる商店や施設等の集
●●●●●
積、地域住民による積極的なまちづくり活動への支援などに努め、交流の核とな
るまちづくりを展開します。
3）災害に強い基盤づくりを図るとともに、地域コミュニティを活かした自主防災組織
●●●●●
の支援・育成や各種団体との連携強化に努めます。
③美しい街並みと良好な居住環境の育成
1）ＪＲ京終駅周辺を生活拠点として位置付け、生活関連機能の集積を検討します。 ●●●
2）無秩序な市街化を抑制し、地域発展に寄与する計画については、区域区分の
見直しや地区計画制度の導入を行うなど、計画的な土地利用を推進します。
3）鉄道駅を中心とした地域では、防災に配慮するとともに、周辺の歴史的環境に調
和した商業と住宅が共存する良好な居住環境の維持・改善を図ります。
4）その他の市街地では、良好な居住環境の形成を図り、用途地域にあわせた商業
●
系や工業系施設等の立地を誘導します。
5）市街化調整区域では、既存集落における良好な居住環境の維持・改善を目指し
●●
ます。
6）新興市街地では、良好な居住環境の維持・改善や高齢者・子育て世代に配慮し
●●●●●
たまちづくりを展開し、居住世代の交代に備えたまちの再生を図ります。
7）地域との協働による道路や公園の計画・整備・維持管理に努め、利用満足度の
●●
高い空間を創出します。
8）旧ドリームランド跡地などの大規模未利用地について、適切な土地利用を検討し
●
ます。
④安全で快適な交通体系の創出
1）京奈和自動車道の整備を促進し、広域交通の利便性を強化します。
2）（仮）奈良ＩＣでは、アクセス道の整備、パークアンドバスライド・サイクルライドの拠
点整備、景観整備、情報発信施設の整備など、交通結節点として交流機能の強
化に努めます。
3）県道京終停車場薬師寺線の整備を促進し、市街地南側における東西のアクセス
向上を図ります。

中央市街地地域（地域Ⅱ）

●●
●●

●●

●●●

●●●●

●●●

●●

●●

●

●●

●●

●●
●
●

●

●●●●
●●

●
●

●

●

施 策
4）都心部の自動車交通の円滑化及び市街地内の通過交通の軽減を図る
ため、都心外環状道路、都心内環状道路、外郭環状道路の整備を図り
ます。
5）生活道路の改善や歩行者空間の確保、交通安全施設の整備等を図るこ
とにより、地域の交通利便性及び安全性を高めます。
6）歩行者や自転車にやさしい道路環境整備を進め、市街地の回廊軸を中
心とした回遊ネットワークの充実を図ります。
7）広域からの観光客に対応し、観光案内システムなど観光情報施設等の
整備を図ります。
8）公共交通の利便性向上、パークアンドバスライド・サイクルライドの充実、
歴史観光地区等におけるマイカー乗り入れ規制、バス優先レーン等の導
入促進、駐車施設整備や駐車場案内システムの充実を図り、観光客など
の歩行者や環境にやさしいまちづくりを展開します。
⑤自然と歴史が織りなす緑に囲まれたまちづくり
1）歴史・文化遺産と自然環境・鹿が共生する世界に類を見ないまちとして、
奈良公園を中心に、世界遺産に登録された東大寺、興福寺、春日大社
を含む一帯の保全・育成を図ります。
2）世界遺産に登録された春日山原始林や御蓋山、高円山等を中心とする
春日山一帯の緑と稜線の保全を図ります。
3）佐保山周辺は、聖武天皇陵などの史跡や奈良阪越京街道と一体となっ
て歴史的景観を形成するとともに、市街地の借景や眺望景観を形成して
いることから、将来にわたって景観の保全整備を図ります。
4）奈良らしい眺望景観の保全・再生・活用を図ります。
5）国際文化観光都市・奈良の観光活性化拠点として奈良公園を位置付
け、整備を促進します。
6）鴻ノ池運動公園の整備拡張を図るとともに、緑化を一層充実させ、レクリ
エーション及び緑の拠点として機能充実を図ります。
7）史跡大安寺旧境内を史跡公園として、整備を図ります。
8）都市計画道路など幹線道路では、周辺環境にふさわしい植栽の整備を
図り、緑のネットワークを形成するとともに、個性ある沿道景観の形成を目
指します。
9）桜井・明日香・吉野を結ぶ奈良天理桜井線を広域的な歴史観光道路とし
て位置づけ、その特性を生かした道路景観の形成を図ります。
10）住民・事業者と協働し、公共施設や民地の緑化を推進し、緑豊かな住
宅地環境を保全育成します。
⑥市街地における潤い空間の創出
1）奈良公園内及び奈良公園周辺の小河川や池は、周辺の歴史的環境に
配慮した修景整備や親水整備を図るとともに、水量や水質の回復と保全
を目指します。
2）佐保川は万葉集で数多くうたわれている川であることから「万葉の川づく
り」として個性ある親水空間の整備を検討します。
3）小河川やため池も治水・利水の機能保持を図り、市街地における水辺空
間として整備を検討します。
★皆で考えた施策（ワークショップにて）
外から来る人達を多く宿泊できるよう、大規模・小規模の宿泊施設の整備と
その保護、育成。
余った原水を生かした親水性のあるまちづくり（鷺や荒地、猿沢池、佐保
川、率川などをきれいな水に）

私にも

地域で

重点施策に

できること

できること

したいこと

●
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●
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●
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■２０年後の地域の姿（将来像）を考えよう！

南部地域（地域Ⅲ）

●キーワード●
★最重要課題
アクセス道路が
整備されたまち

観光地として散策
できるまち

特に町の中の道路が狭い

観光地として散策できるまち

歴史と新しい文化の調和の
とれた

災害に強いまち

古道山の辺のみちのあるまち

笑い声の絶えない

人にやさしい・
人情のあるまち

風景のきれいな
昭和の原風景の残る

人にやさしい
（子どもと高齢者）

水のきれいな田園のまち
男前・美人揃いの

歴史と文化の調和のと
れたまち（田園・御仏・緑）

安全安心に暮らせる
防犯のしっかりした

御仏に見守られている地域

災害に強い

寺社・田園・緑のあるまち

地域にやさしいまち

ゴミの少ない

お年よりもいきいき住める

自然を残した住みやすい

人情豊かで助け合う
心が通い合う

●キャッチフレーズ●

□男前・美人揃いの南部地域
（人にやさしく、歴史や文化に溢れ、きれいで安心安全なまち）

■将来像の実現に向けて私ができること！
施

策

①山の辺の自然環境を活かした魅力づくり
1）本地域の東側に位置する山林は、大和青垣を形成する重要な緑地であることから自
然林の保全、里山の保全・活用、人工林の管理・育成、レクリエーション機能強化の
検討など、総合的な保全・活用を積極的に図ります。
2）桜井・明日香・吉野を結ぶ奈良天理桜井線を広域的な歴史観光道路として位置づ
け、その特性を活かした景観の形成や沿道土地利用の整序を図ります。
3）「山の辺のみち」を軸として、社寺などの歴史文化や良好な自然環境のネットワーク
形成を図ります。
4）奈良らしい眺望景観の保全・再生・活用を図ります。
②快適な暮らしの基盤づくり
1）ＪＲ帯解駅周辺を生活拠点として位置付け、店舗やサービス施設など生活関連機能
の集積を検討します。
2）無秩序な市街化を抑制し、地域発展に寄与する計画については、区域区分の見直
しや地区計画制度の導入を行うなど、計画的な土地利用を推進します。
3）市街地では、良好な居住環境の形成を図り、用途地域にあわせた商業系や工業系
施設等の立地を誘導します。
4）市街化調整区域では、既存集落における良好な居住環境の維持・改善を目指しま
す。
5）西九条佐保線の整備推進により、産業拠点の利便性を高めるとともに、必要に応じた
基盤整備、優良企業の誘致などにより、産業の活性化を図ります。
6）地域との協働による道路や公園の計画・整備・維持管理に努め、利用満足度の高い
空間を創出します。
7）災害に強い基盤づくりを図るとともに、地域コミュニティを活かした自主防災組織の支
援・育成や各種団体との連携強化に努めます。
③交通ネットワークの充実
1）西九条佐保線や九条線の整備、奈良橿原線や県道奈良大和郡山線の改善を進
め、広域及び市中心部への快適なアクセスを目指します。
2）生活道路の改善や歩行者空間の確保、交通安全施設の整備等を図ることにより、地
域の交通利便性及び安全性を高めます。
3）広域からの観光客に対応し、観光案内システムなど観光情報施設等の整備を図りま
す。
4）公共交通機関については、利便性向上を事業者へ積極的に働きかけるとともに、モ
ビリティマネジメントなどを実施し、公共交通機関の利用を促進します。
④自然と田園環境を守り活かす
1）本市の都心部をとりまく当地域の田園ゾーンは、都市環境を保全するという重要な役
割を担っていることから、農地、集落における従来からの土地利用を保全するととも
に、集落の生活環境整備を通じて総合的な環境の保全を図ります。
2）農業生産基盤や施設の整備、農業経営環境の向上など、都市近郊農業という地域
特性に応じた活力ある地域づくりを進めます。
3）関係機関との連携による耕作放棄地の再生利用を図り、活力ある地域づくりを進めま
す。
⑤水辺環境を守り育てる
1）地蔵院川、菩提仙川等の河川や広大寺池等のため池は大切な自然資源として、ま
た農業用水として水量と水質の確保に努めるとともに、「多自然川づくり」など、水辺
環境の回復・保全を図ります。
2）岩井川ダムの水景観を生かした観光レクリエーション機能の充実を図ります。
★皆で考えた施策（ワークショップにて）

私にも
できること

南部地域（地域Ⅲ）
地域で
できること

重点施策に
したいこと
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■２０年後の地域の姿（将来像）を考えよう！

中部地域（地域Ⅳ）

●キーワード●
歴史・文化
歴史的風土を生かした街
薬師寺等を中心にした社寺
仏閣の整備

歴史・文化（観光）⇔暮らし
住民も観光客も心地良い街
に（住んで、訪れて）
近鉄奈良線の地下化
西大寺駅（北側）の道路の拡
張、整備

秋篠川の自然を守る
秋篠川の河畔が素晴らしい
桜並木になる事を期待

国営公園（平城宮跡）を中心
とした歴史を大切に、景観等
を考え、道路の整備
遊歩道の充実

緑豊かなまち
緑のある街

うるおい

街路樹が美しい道路が欲し
い

若者が集う
緑と学術の都市

●キャッチフレーズ●

□暮らしと観光の融合するまち
□緑と水辺のうるおいあるまち
□人が集うまち

暮らしやすさ等の環境改善
子供達が安心して元気に遊
べる街

住環境を区画整理する
昔の平城京のように
碁盤の目のように

地域活動の継続

道路が整備されたまち

人口減による一人暮らしの
増加→地域コミュニケーシ
ョンの充実

国道２４号から唐招提寺へ
向かう交差点、右折車線がス
ムーズになる事を切望

伝統行事の継続

道路が整備された街

自然が残る街（緑が多い）

秋篠川の親水性の向上
秋篠川の川岸をコンクリー
トで固めないでほしい

安心して暮らせるまち

公共交通の整備

歩行者と車を完全に分離（遊
歩道整備）

近鉄線はストリートカーに
近辺をストリートカーに整
備

幹線道路を整備し、小さな道
路は自転車と人の道路にす
る

高齢者を買物難民にしない

■将来像の実現に向けて私ができること！
施

私にも
できること

策

①平城宮跡の復原を軸としたまちづくり
1）国営公園である平城宮跡では、第一次大極殿院建造物や第一次朝堂院の広場など
の復原整備を促進します。
2）平城宮跡を横断する近鉄奈良線については、地下化や移設など、史跡の分断や景
観を考慮したあり方について検討します。
3）朱雀大路を軸として歴史的資源と自然環境が一体となった文化緑地帯の形成、散策
路の整備、南北のビスタライン（見通し）の確保、優れた歴史的景観の保全・育成な
ど、朱雀門から羅城門に至る朱雀大路のシンボル的な整備を検討します。
4）朱雀門から大宮通り線までの区域では、国・県・市が連携し、朱雀大路の復原を図る
とともに、観光ネットワークの拠点となる施設など、平城宮跡の正面玄関として魅力あ
る整備を図ります。
5）地域中南部においては、朱雀大路を軸として歴史的風土の形成を基本に、農地の
保全・活用、公園・緑地、レクリエーション施設の整備を図ります。
6）奈良らしい眺望景観の保全・再生・活用を図ります。
②自然と歴史が一体となった風土を守り育てる
1）平城宮跡の後背地に位置する平城山丘陵の緑や景観の保全・育成を図ります。
2）西ノ京駅周辺など歴史的風致を有する地域の維持及び向上を図ります。
3）歴史・文化遺産と一体となり、文化的景観を形成している地域の農地を本市の緑の
骨格として位置付け、農業施策と連携し、保全に努めます。
③歴史的風土にふさわしい快適な都市基盤づくり
1）近鉄平城駅、尼ヶ辻駅、西ノ京駅周辺を生活拠点として位置付け、店舗やサービス
施設など生活関連機能の集積を検討します。
2）都市基盤がぜい弱な近鉄西ノ京駅周辺地区では、道路や駅前広場等の整備を推進
します。
3）北部では、文教施設の集積立地が進んでいることから、学園ゾーンとして位置付け、
踏切部分の拡幅など、近鉄平城駅周辺の一体的な整備を図ります。
4）無秩序な市街化を抑制し、地域発展に寄与する計画については、区域区分の見直
しや地区計画制度の導入を行うなど、計画的な土地利用を推進します。
5）市街地では、良好な居住環境の形成を図り、用途地域にあわせた商業系やサービス
系施設等の立地を誘導します。
6）市街化調整区域では、既存集落における良好な居住環境の維持・改善を目指しま
す。
7）地域との協働による道路や公園の計画・整備・維持管理に努め、利用満足度の高い
空間を創出します。
8）住民・事業者と協働し、公共施設や民地の緑化を推進し、緑豊かな住宅地環境を保
全育成します。
9）災害に強い基盤づくりを図るとともに、地域コミュニティを活かした自主防災組織の支
援・育成や各種団体との連携強化に努めます。

中部地域（地域Ⅳ）
地域で
できること

重点施策に
したいこと
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●●●●
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施 策
④交通ネットワークの充実
1）一条富雄線の整備、西一坊大路線や県道京終停車場薬師寺線の改善を図
り、広域及び市中心部への快適なアクセスを目指します。
2）都市計画道路等の幹線道路を「緑蔭街路｣として、歴史的環境と調和した緑
豊かな道路として整備し、地域の交通を円滑にするとともに、沿道景観の形
成を図ります。
3）生活道路の改善や歩行者空間の確保、交通安全施設の整備等を図ることに
より、地域の交通利便性及び安全性を高めます。
4）旧街道である暗越奈良街道、歌姫越京街道や秋篠川等の水辺を活用した
散策路を整備し、「歴史と水辺の道」のネットワークを形成します。
5）歩行者や自転車にやさしい道路環境整備を進め、市街地の回廊軸を中心と
した回遊ネットワークの充実を図ります。
6）広域からの観光客に対応し、観光案内システムなど観光情報施設等の整備
を図ります。
7）公共交通機関については、利便性向上を事業者へ積極的に働きかけるとと
もに、モビリティマネジメントなどを実施し、公共交通機関の利用を促進しま
す。
⑤河川の水辺環境を守り育てる
1）平城京の水路として利用され、歌によまれた秋篠川、佐保川をはじめ、小河
川や多く点在するため池は、歴史的景観の構成要素であるとともに居住環
境を高めるものであることから、これらの水質改善と「多自然川づくり」など、
水辺環境の回復・保全を図ります。
★皆で考えた施策（ワークショップにて）

私にも
できること

地域で
できること

重点施策に
したいこと
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■２０年後の地域の姿（将来像）を考えよう！

西ノ京丘陵東麓地域（地域Ⅴ）

●キーワード●
医

療

六条山地区 学校と医療、福
祉のまちに

鉄

道

近鉄線の２駅分を地下化

医療環境が整備された住み
やすいところになっている

交通渋滞解消が第一
近鉄線の地下化（踏切の連続
交差化事業）

新県立奈良病院へ今と変わ
らぬアクセスしやすく

交通：近鉄大和西大寺駅（大
阪、京都、橿原、奈良の点）

道

路

通過地から観光地へ
宿泊施設の誘致

交通渋滞解消が第一
精華奈良線の西大寺駅での
南北貫通
大和中央道の早期開通

道路の整備と歴史の道の整
備→道の駅の設置

自動車道と遊歩道が整備さ
れている

文化財＋住環境＋中核施設
歴史と近未来の融合

高齢者の住みよいまち
子供の想い出に残るふるさと

奈良市のマスタープラン全
体構想－新平城京の創造を
目指して－を具体化するた
めの街並み整備 西大寺近
隣公園南側の道筋を整備

生活：人とのつながり（マン
ション等が多くなり、繋がり
が薄くなりつつあるので）

●キャッチフレーズ●

□鉄道（地下化）・道路が整備されたまち
□歴史・文化と自然のまち
□生活環境が整備されたまち

散策の町
歴史：赤虜山／緑：国有林
景観：大池
歴史・文化と自然のまち

道路網整備
少子・高齢社会に対応する町
造り

景観・歴史

神社仏閣の多い町造りが基
本
歴史 西大寺 菅原神社（今
後も変わらず伝える）
歴史・自然・体験が融合した
エリアがある

■将来像の実現に向けて私ができること！
施

策

①人々が交流する拠点と生活交流軸づくり
1）近鉄大和西大寺駅周辺を地域拠点として位置づけ、高度利用や複合利用など土
地の有効活用により、広域を対象とした都市機能の集積を図るとともに、歴史観
光の玄関口にふさわしい環境の整備を図ります。
2）近鉄大和西大寺駅周辺地区では、近鉄西大寺駅南土地区画整理事業による市
街地整備と併せ、南口駅前広場の整備を進めます。また、駅北側では、北口駅
前広場の整備と関連する幹線道路の整備を進めることにより、都市基盤施設の
強化を図ります。
3）大和中央道の整備を促進し、商業・業務施設など生活利便性の高い沿道利用を
誘導します。
4）第二阪奈有料道路の宝来ＩＣ周辺から大和中央道の交差部周辺にかけての沿道
周辺地区を本市の「ゲートウェイゾーン」として位置づけ、適切な土地利用を誘導
し、良好な景観形成などおもてなし空間の創出を図ります。
5）赤膚焼の窯元が集中する赤膚町一帯を「赤膚焼の里」として位置付け、必要に応
じた基盤整備や文化的景観の保全、情報発信の強化など魅力ある里づくりを目
指します。
6）県立奈良病院跡地を含む一帯では、医療・福祉機能の充実を促進します。
②交通ネットワークの充実
1）大和中央道を地域の「生活うるおい軸」として位置付け、整備を促進するとともに、
景観や歩行者・自転車利用等に配慮した道路空間の形成に努めます。
2）近鉄大和西大寺駅周辺の円滑な交通を目指し、西大寺一条線（駅前広場）及び
西大寺東線の事業を推進します。
3）西部地域の交通円滑化を目指し、二条谷田線及び平城学園前線の整備を図りま
す。
4）生活道路の改善や歩行者空間の確保、交通安全施設の整備等を図ることによ
り、地域の交通利便性及び安全性を高めます。
5）平城宮跡を横断する近鉄奈良線のあり方とともに、近鉄大和西大寺駅及び周辺
の鉄道のあり方を検討し、鉄道による市街地の分断解消を目指します。
6）旧街道である暗越奈良街道を活用した散策路を整備し、「歴史と水辺の道」のネ
ットワークを形成するとともに沿道の街並み景観の形成を図ります。
7）広域からの観光客に対応し、観光案内システムなど観光情報施設等の整備を図
ります。
8）公共交通機関については、利便性向上を事業者へ積極的に働きかけるとともに、
モビリティマネジメントなどを実施し、公共交通機関の利用を促進します。

西ノ京丘陵東麓地域（地域Ⅴ）

私にも
できること

地域で
できること
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重点施策に
したいこと
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施 策
③歴史的な風土を守り育てる
1）西ノ京丘陵の緑や景観の保全・育成を図ります。
2）奈良らしい眺望景観の保全・再生・活用を図ります。
3）西ノ京駅周辺など歴史的風致を有する地域の維持及び向上を図ります。
4）大池川や乾川等の小河川や大池では、水辺環境の回復・保全を図ります。
5）住民・事業者と協働し、公共施設や民地の緑化を推進し、緑豊かな住宅地環境を保
全育成します。
④快適で安全・安心な居住環境づくり
1）近鉄西大寺駅南土地区画整理事業による市街地整備を進め、まちなか居住の促進
を図ります。
2）無秩序な市街化を抑制し、地域発展に寄与する計画については、区域区分の見直
しや地区計画制度の導入を行うなど、計画的な土地利用を推進します。
3）市街地では、良好な居住環境の形成を図り、用途地域にあわせた商業系やサービス
系施設等の立地を誘導します。
4）市街化調整区域では、既存集落における良好な居住環境の維持・改善を目指しま
す。
5）新興市街地では、良好な居住環境の維持・改善や高齢者・子育て世代に配慮したま
ちづくりを展開し、居住世代の交代に備えたまちの再生を図ります。
6）地域との協働による道路や公園の計画・整備・維持管理に努め、利用満足度の高い
空間を創出します。
7）災害に強い基盤づくりを図るとともに、地域コミュニティを活かした自主防災組織の支
援・育成や各種団体との連携強化に努めます。
8）平松～七条西町周辺を「医療福祉拠点」として位置付け、居住環境との調和を図り、
新県立奈良病院の整備促進、医療福祉施設の集積、周辺の既存医療福祉施設との
連携強化、緊急搬送に配慮した交通アクセスの確保などにより、暮らしの安らぎを創
出します。
★皆で考えた施策（ワークショップにて）

私にも
できること

地域で
できること

重点施策に
したいこと
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■２０年後の地域の姿（将来像）を考えよう！

西部地域（地域Ⅵ）

●キーワード●
共生とコミュニティ

鉄道アクセス整備
リニア中央駅（奈良）へのア
クセス網（利便性）

「共生するコミュニティ」
（若
い人～高齢者～障害者）

「共生」モデルコミュニティ
の創生

近鉄けいはんな線をリニア中
央駅へ接続

道路(アクセス)整備
大和中央道の実現とアクセ
医療環境が整備された住み
ス（利便性）早く！
やすいところになっている
奈良街道の整備
（国道 308 号）

少子高齢化への対応

「行政・学校・地域の連携す 「学習するコミュニティ」
るコミュニティ」（大学：近 （行政、大学、学校、地域が
大、帝塚山大 小中一貫校） 提携しての共生シンポジウム
の開催を）

治安・環境の一層整備
ハザードマップ
（パチンコ屋は将来も排除） 富雄川の危険水域

世代交代が進む町
少子高齢化
安全通学路を広域で確保

良好な住環境整備の継続
コミュニケーションのとれる
街

住んで楽しい街
空家・空地が多くなるでしょ
う

情報化された住環境

子どもと高齢者が共に歩む
医療環境が整備された住み
やすいところになっている
医療環境が整備された住み
安心子育て
やすいところになっている

緑豊か・・・
安全・コミュニティ
緑豊かで安全な町
「緑豊かなコミュニティ」
（街
から矢田丘陵、生駒山の緑を
眺める）

住民参加・
市民団体の支援
住民参加の町づくり及び運
営
生活文化を支える市民団体
の支援施設

●キャッチフレーズ●

□交通アクセスの良いまちへ
□子どもから高齢者まで住み良いまち
□緑豊かな安全なまち

□共生とコミュニティのまち
□良好な住環境のあるまち
□参加しやすいまち

□世代を超えて住んで楽しいまち→スマートシティへ

■将来像の実現に向けて私ができること！
施

策

①生活文化を育む拠点・軸を育てる
1）近鉄学園前駅、近鉄学研奈良登美ヶ丘駅周辺を地域拠点として位置付け、高度利用
や複合利用など土地の有効活用により、地域の中心的な都市機能の集積を図るとと
もに、ニーズの多様化・高度化に対応し、それぞれの拠点の特性を活かした住民サー
ビス機能の導入に努めるなど、総合的整備を目指します。
2）近鉄富雄駅、近鉄あやめ池駅周辺を生活拠点として位置付け、店舗やサービス施設
など生活関連機能の集積を検討します。
3）奥柳登美ヶ丘線を地域の生活文化軸として位置付け、適正な維持管理を図るととも
に、道路環境や交通安全施設などの整備により、文化的でうるおいのある通りとして育
成します。
②安全で快適な交通体系の創出
1）当地域の交通円滑化とともに、市西部地域の交通円滑化を図るため、西部環状道路と
して位置付ける一条富雄線、二条谷田線の整備を図ります。
2）奥柳登美ヶ丘線の一部、近鉄学園前駅周辺の区間について、過剰な交通集中を抑制
し、歩行者に安全で快適な地域のシンボルロードとして整備を図ります。
3）生活道路の改善や歩行者空間の確保、交通安全施設の整備等を図ることにより、地
域の交通利便性及び安全性を高めます。
4）バス輸送等日常交通と鉄道との連携を図るため、駅周辺の環境整備を推進します｡
5）公共交通機関については、利便性向上を事業者へ積極的に働きかけるとともに、モビ
リティマネジメントなどを実施し、公共交通機関の利用を促進します。
6）旧街道である暗越奈良街道や秋篠川等の水辺を活用した散策路を整備し、「歴史と水
辺の道」のネットワークを形成します。
③豊かな緑の環境を守り育てる
1）矢田丘陵､西ノ京丘陵は､本市を囲む大和青垣の一部であるとともに、当地域の緑の
ふちを形成していることから、これらの豊かな自然環境を保全します｡
2）矢田丘陵では、教育施設の充実を図り、自然環境を保全します。
3）水と緑の中に文化施設等が立地する蛙股池・大渕池周辺や富雄川では、水辺環境の
回復・保全を図ります。
4）住民・事業者と協働し、公共施設や民地の緑化を推進し、緑豊かな住宅地環境を保全
育成します。
5）地域との協働による道路や公園の計画・整備・維持管理に努め、利用満足度の高い空
間を創出します。
6）奈良らしい眺望景観の保全・再生・活用を図ります。
④うるおいと活力のある居住環境づくり
1）良好な居住環境の維持・改善や高齢者・子育て世代に配慮したまちづくりを展開し、
居住世代の交代に備えたまちの再生を図ります。
2）無秩序な市街化を抑制し、地域発展に寄与する計画については、区域区分の見直し
や地区計画制度の導入を行うなど、計画的な土地利用を推進します。
3）近鉄富雄駅北地区及び近鉄あやめ池駅南地区においては、良好な市街地形成を図
るため、地元関係者と勉強会等を開催し、地域主導のまちづくりを推進します。
4）市街地では、良好な居住環境の形成を図り、用途地域にあわせた商業系やサービス
系施設等の立地を誘導します。
5）市街化調整区域では、既存集落における良好な居住環境の維持・改善を目指しま
す。
6）災害に強い基盤づくりを図るとともに、地域コミュニティを活かした自主防災組織の支
援・育成や各種団体との連携強化に努めます。
★皆で考えた施策（ワークショップにて）
大和中央道（阪奈道路）の早期完成

私にも
できること

西部地域（地域Ⅵ）
地域で
できること

重点施策に
したいこと
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■２０年後の地域の姿（将来像）を考えよう！

北部地域（地域Ⅶ）

●キーワード●
子供は宝
子どもの声が聞えるまち

生活できる“場”

楽しむ 集まる 遊ぶ

働く場・若者

子供の（大人も）遊び場があ
る

工房のある、自己表現が可能
な街（廃校跡利用）

仕事がある街
（周辺地区の利用）

消費力のある街

清掃工場の移転が終わり、跡
地に・・・

家庭以外にコミュニケート
できる場所づくり（一杯飲み
屋、小料理店）

若者が帰ってこられない

若者が生活できる街

子供が育つ街づくり
子供育成
歴史や自慢を子供が知る

場を考える“どこに何を”
高齢者が暮らしやすい
都市機能の強化

共働のまち

安全・安心

リニア新幹線の駅が平城山
に決まり、周辺整備が始まる

住民がボランティアに参加す
るまち

人が歩ける街（歩行優先）

高齢者が活動するまち

人の道と車の道の完全分離

高齢者には絆がある

左京と佐保台とのアクセス
歩道等が整備される

地域共働
地域連携

本当の心がつながる

花のあふれた街づくり

●キャッチフレーズ●

□人が集まる“広場”のあるまち
→子ども、高齢者が集う
→店が集まる
→学習の場

■将来像の実現に向けて私ができること！
施

策

①活力ある拠点・軸の形成
1）近鉄けいはんな線の延伸を事業者に積極的に働きかけ、近鉄高の原駅のタ
ーミナル機能の充実を図ります。
2）近鉄高の原駅周辺を地域拠点として位置付け、関西文化学術研究都市の玄
関口としてもふさわしい、都市機能の充実を図ります。
3）ＪＲ平城山駅周辺を生活拠点として位置付け、店舗やサービス施設など生活
関連機能の集積を検討します。
4）奈良阪南田原線沿いにおいて、居住環境と調和し住民ニーズに対応した生
活サービス施設の立地誘導を目指します。
②安全で快適な交通体系の創出
1）道路の改善や歩行者空間の確保、交通安全施設の整備等を図ることにより、
地域の交通利便性及び安全性を高めます。
2）旧街道である歌姫越京街道、渋谷川等の水辺を活用した散策路を整備し、
「歴史と水辺の道」のネットワークを形成します。
3）公共交通機関については、利便性向上を事業者へ積極的に働きかけるとと
もに、モビリティマネジメントなどを実施し、公共交通機関の利用を促進しま
す。
③住民主体で満足度の高いまちづくり
1）無秩序な市街化を抑制し、地域発展に寄与する計画については、区域区分
の見直しや地区計画制度の導入を行うなど、計画的な土地利用を推進しま
す。
2）市街地では、良好な居住環境の形成を図り、用途地域にあわせた商業系や
サービス系施設等の立地を誘導します。
3）良好な居住環境の維持・改善や高齢者・子育て世代に配慮したまちづくりを
展開し、居住世代の交代に備えたまちの再生を図ります。
4）まちづくり組織の育成・支援などを推進し、住民主体で満足度の高いまちを
創出します。
5）地域との協働による道路や公園の計画・整備・維持管理に努め、利用満足度
の高い空間を創出します。
6）住民・事業者と協働し、公共施設や民地の緑化など緑豊かな住宅地環境を
保全育成します。
7）災害に強い基盤づくりを図るとともに、地域コミュニティを活かした自主防災
組織の支援・育成や各種団体との連携強化に努めます。
8）当地域の東南部一帯に重なる平城山・佐保山丘陵は、本市を囲む大和青垣
の一部であることから、これらの豊かな自然環境を保全します｡
9）奈良らしい眺望景観の保全・再生・活用を図ります。
★皆で考えた施策（ワークショップにて）

私にも
できること

地域で
できること

北部地域（地域Ⅶ）
重点施策に
したいこと
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■２０年後の地域の姿（将来像）を考えよう！

月ヶ瀬地域（地域Ⅷ）

●キーワード●
奈良の奥座敷

若者の働ける場のある
月ヶ瀬

交通アクセスの
いいまち

若者の働ける場所

道路を整備すること

働ける工場（職場）の進出

交通の便がよくなる事

月ヶ瀬温泉を活かした“観光と癒やしの里”
梅林を活かした観光による
町づくり 温泉と地場産の
農作物を売って、暮らしよい
町づくり

月ヶ瀬温泉を中心とし、全体
を（農業商業観光）広めてい
きたい
癒やしの里 月ヶ瀬

観光客が増える事

若い人が増えるといい

梅の郷

安心とのんびりの里

みんなでまちづくり

月ヶ瀬温泉（福祉センター）
の活用

みんな一役 わが月ヶ瀬

●キャッチフレーズ●

□奈良の奥座敷
若者が定住して、交通アクセスのいい・・・

□月ヶ瀬（梅林・温泉・豊かな自然）を活かした癒しの里

■将来像の実現に向けて私ができること！
施

策

①地域ブランドの形成による活力・交流の充実
1）名勝「月瀬梅林」や梅の郷月ヶ瀬温泉一帯を「梅の郷」と位置付け、必要に応じ
た基盤整備やアクセス向上、情報発信の強化など魅力ある郷づくりを目指しま
す。
2）名勝「月瀬梅林」を保全・育成するとともに、梅林を活かした市内外との交流を促
すため、月ヶ瀬梅林公園の充実を図ります。
3）豊かな自然や歴史文化などに触れるサイクリングロード、ハイキングコースの整備
を検討します。
4）自然の中でのレクリエーションや体験農業など、自然、文化、人々との交流を楽し
む滞在型の余暇活動（グリーンツーリズム）の展開や、都市部の人々の一時滞在
や二地域居住などに対応できる土地利用を進め、都市と農山村の共生・対流を
目指します。
5）農林業生産基盤の整備を図るとともに、農林産物のブランド化を推進し、産地と
消費者の交流による活力ある地域づくりを進めます。
②豊かな自然環境や歴史文化の保全と活用
1）地域を育んできた豊かな緑や清らかな水のある自然環境を大切に守り育て、次
代へ継承していきます。
2）月ヶ瀬渓谷等の自然や名所・旧跡等は、地域の優れた自然・歴史的資源である
ため、地域固有の歴史的風土として保全するとともに、観光・レクリエーションの
場として整備します。
3）地域の水田、茶畑や集落がつくる田園景観は、周辺の自然環境に溶け込み、特
徴のある景観を呈しています。これらの優れた景観をまちづくりの大切な資源と
して保全・活用します。
4）奈良らしい眺望景観の保全・再生・活用を図ります。
5）関係機関との連携による耕作放棄地の再生利用を図り、活力ある地域づくりを進
めます。
6）名勝「月瀬梅林」の一部を構成する五月川では、水辺環境を保全します。
7）五月川などの河川では、生態系に配慮した治水・利水整備を検討します。
③安全・安心で暮らしよいふるさとづくり
1）月ヶ瀬行政センター周辺を生活拠点として位置付け、行政サービスや商業、公
益施設など生活関連機能の集積を検討します。
2）無秩序な市街化が懸念される場合は、地域の実情に応じた良好な居住空間を確
保するため、必要に応じて条例の制定等を検討します。
3）自然共生型の集落を基本とし、生活環境の維持・改善を目指します。
4）狭あいな生活道路の拡幅や簡易水道施設の更新などを図り、生活環境の維持・
向上に努めます。
5）地域との協働による道路や公園の計画・整備・維持管理に努め、利用満足度の
高い空間を創出します。
6）災害に強い基盤づくりを図るとともに、地域コミュニティを活かし、自主防災組織
やまちづくり組織など、自主的な活動を行う組織の育成や支援、各種団体との連
携強化に努めます。
④地域の交通ネットワークの充実
1）東部地域及び市中心部、名阪国道へのアクセス向上のため、県道笠置山添線、
県道上野南山城線の改善整備を促進します。
2）観梅時の交通渋滞対策の検討や歩行者空間の確保、交通安全施設の整備等を
図ることにより、地域の交通利便性及び安全性を高めます。
3）高齢者の交通利便性など、暮らしに必要不可欠な生活路線バスを継続運行する
とともに、モビリティマネジメントなどを実施し、公共交通機関の利用を促進しま
す。
★皆で考えた施策（ワークショップにて）
若者の働く場の創出。
若者にとって魅力ある地域づくり。

私にも
できること

月ヶ瀬地域（地域Ⅷ）
地域で
できること

重点施策に
したいこと
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■２０年後の地域の姿（将来像）を考えよう！

都祁地域（地域Ⅸ）

●キーワード●
歴史・文化を守る

緑豊かなまち

子ども達がふる里を自慢で
きる町

豊かな自然・文化を求めて人
が集まる町（観光・経済）

地域の文化、歴史

自然が残る豊かな町

歴史・文化、農業の一体性

緑の保全

高齢者が元気なまち
いかす

65 歳以上の人達の形成作り 町内住民の心が通う元気な
町
老人一人でも暮らしていけ
るように
つながり（高齢化、少子化）

若

年中行事の維持、継続

者

若者と老人が共に生活する
町、村にできれば

農業を守る
農業の維持

働く場（正規雇用で）
過疎地にならないように
家族みんなで夕食の食べら
れる町

交通が今より便利な町で、企
業等、働く場所が多くある町
企業が多く進出し、人口の増
加

●キャッチフレーズ●

□緑豊か（大和高原、四季の味わい）で高齢者が元気なまち

公共交通の充実
鉄道が通るよう

■将来像の実現に向けて私ができること！
私にも
できること

施 策
①ひと・もの・情報の交流充実
1）地域情報発信機能、温泉などの各種交流機能を備えた多機能型サービスエリア「針
テラス」を核とするひと・もの・情報が交流する拠点づくりを進めます。
2）広域的な都市・農村交流の拠点として、「針テラス」における花や緑による修景や周辺
の緑地空間の利用促進を検討します。
3）自然の中でのレクリエーションや体験農業など、自然、文化、人々との交流を楽しむ
滞在型の余暇活動（グリーンツーリズム）の展開や、都市部の人々の一時滞在や二地
域居住などに対応できる土地利用を進め、都市と農山村の共生・対流を目指します。
4）東部地域及び市中心部、名阪国道へのアクセス向上のため、地域幹線道路の整備を
促進します。
5）東部地域などとの地域間連携を強化するため、国道 369 号の改善整備を促進しま
す。
6）生活道路の改善や歩行者空間の確保、交通安全施設の整備等を図ることにより、地
域の交通利便性及び安全性を高めます。
7）高齢者の交通利便性など、暮らしに必要不可欠な生活路線バス及びコミュニティバス
を継続運行するとともに、モビリティマネジメントなどを実施し、公共交通機関の利用
を促進します。
8）豊かな自然や歴史文化などに触れるサイクリングロード、ハイキングコースの整備を検
討します。
②産業振興による活力の創造
1）利便性の高いＩＣ周辺を産業促進ゾーンと位置付け、一定の建築活動を許容し、計画
的な土地利用の整序や環境の保全が必要とされる場合は、準都市計画区域の指定
など、土地利用の規制・誘導策を検討します。
2）農林業生産基盤の整備を図るとともに、農林産物の 6 次産業化やブランド化を推進
し、産地と消費者の交流による活力ある地域づくりを進めます。
③安全・安心で暮らしよいまちづくり
1）都祁行政センター周辺を生活拠点として位置付け、行政サービスや商業、公益施設
など生活関連機能の集積を検討します。
2）自然共生型の集落を基本とし、生活環境の維持・改善を目指します。
3）必要に応じて道路や公園の整備、上水道施設の更新などを図り、生活環境の維持・
向上に努めます。
4）地域との協働による道路や公園の計画・整備・維持管理に努め、利用満足度の高い
空間を創出します。
5）災害に強い基盤づくりを図るとともに、地域コミュニティを活かし、自主防災組織やまち
づくり組織など、自主的な活動を行う組織の育成や支援、各種団体との連携強化に
努めます。
④豊かな自然環境の保全と活用
1）地域を育んできた豊かな緑や清らかな水のある自然環境を大切に守り育て、次代へ
継承していきます。
2）日本の南限地に位置し、天然記念物にも指定されているスズランの群生地を保全す
るとともに、観光資源としての活用を検討します。
3）地域の水田、茶畑や集落がつくる田園景観は、周辺の自然環境に溶け込み、特徴の
ある景観を呈しています。これらの優れた景観をまちづくりの大切な資源として保全・活
用します。
4）関係機関との連携による耕作放棄地の再生利用を図り、活力ある地域づくりを進めま
す。
5）布目川などの河川では、生態系に配慮した治水・利水整備を検討します。
6）奈良らしい眺望景観の保全・再生・活用を図ります。
7）ゴルフ場における環境改善など水質の保全を図ります。特に奈良市水道水源保護指
導要綱に規定する水源保護地域においては、排出水について十分な配慮を行いま
す。
★皆で考えた施策（ワークショップにて）

都祁地域（地域Ⅸ）
地域で
できること

重点施策に
したいこと
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